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ご自由にお持ち下さい

プレゼント付 !

特集

撮影：M's Photo room
メッセージ・リクエスト受付中！

パ ン
Eメール 842@fmview.jp
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秋

快眠と寝具 のことならお任せください。

免疫力とは、私たちの体に
睡眠は
もともと備わっている病原体から体を守る力のこと
免疫力アップにも
かかわっています。

風邪をひきそうな時でも、一晩寝て朝起きたら治ってしまっ
たという経験がある人は多いのではないでしょうか。これは、
ただ休んだからということだけでなく、寝ている間に体がメン
テナンスされ、免疫力が高まったからです。免疫は、ウイルス
などの外敵から体を守るだけでなく、体内で発生したがんも
退治する働きを持っています。
免疫力を高めるには、質の良い睡眠を充分とる必要が
あります。
質の良い睡眠をとることによって、私たちは自分自身の
体を守っているのです。

スリープマスター

菊地洋平が

おしえる

ピローアドバイザーが
枕をピッタリに調整します。

安心
システム

「オーダーメイドピロー」

ご購入後の調節も無料で承ります！

税抜

円～（税込27,500円~）

S：40,000円 SD：55,000円 D：70,000円
（税込

S：44,000円

SD：60,500円

D：77,000円）
駅

●エネオス

蘭

室

●
ちょいすさん
鴨井医院さん●

●室蘭郵便局

Ｐ

▲

浜町商店街駐車場

2

さん

（0143）

●
交番

●アークス

スリープマスター・ピローアドバイザー・羽毛診断士 のいるお店

当店

特集

パン

BREAD

時計・メガネ・宝石・補聴器

■一級時計修理技能士■時計職業訓練指導員■補聴器技能者
■認定眼鏡士■眼科コメディカル■ダイヤモンド検査員
営業時間/9：30～19：00

北海道日産

年中無休

室蘭店：室蘭市日の出町 3-7-10 TEL 0143-44-2101
伊達店：伊達市梅本町 39-40
TEL 0142-23-4112

登別市美園町2丁目1-1

☎ 0143-86-4127
（代） https://tanaka-shop.web.wox.cc
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気

１番人

Boulangerie koba

クロワッサン
￥200（税込）

MURORAN

こだわりの折り込み製法による、
しっとりサクサクの食感。
発酵バターの豊かな風味は、
くどさを感じる事なく食べられます。

パン オ ショコラ
￥230（税込）
人気のクロワッサンの生地に、
香り高いフランス産チョコレート。

スメ

オス

！

合わない訳がありません。

カンパーニュ

（ホール）￥600（税込）

チャバタ
￥170（税込）

（１／２）￥300（税込）
水分量を多めにしてあるので

EXV オリーブオイルが練り

ハード系のパン特有のパサつきがありません。

こまれた、ふんわり柔らかな

小麦の風味と爽やかな酸味はお肉などの料理

イタリアパン。

との相性もピッタリ。

本場フランスなどで培った経験を
活かし、地元に美味しいパンを届け
ようと３月にオープンしました。
小さなお子さんもファンになる
ハード系のパン。是非、食卓に並べ
てください。

中島公園
●
●ローソン
アパホテル
●ドーミイン東室蘭

●

Boulangerie koba
●
ツルハドラッグ

住所：室蘭市中島町 3－28－21 電話：0143－84－4285 ＨＰ/ＳＮＳ：Instagramあり
営業時間：10：00～18：00 ※商品がなくなり次第終了
定休日：火曜日・水曜日 ※臨時休業の際は店内及びInstagramにてお知らせします。 駐車場：なし

コンサルタント・不動産

北海道知事胆振
（7）
第755号

土地・建物 売りたい方もご相談ください
本社：室蘭市中島町2-17-15第2小がねビル1F

TEL
地元のために、お客様のために。

0143-43-3131

苫小牧店：苫小牧市泉町2-4-5

TEL

0144-38-3131

札幌店：札幌市白石区北郷3条12丁目7-31
パルシティミナミ2F-A

TEL

一般住宅等の関するご相談は…
4

011-827-7964

１番人

塩パン
￥80（税込）

気

全粒粉使用。

bakery march
MURORAN

カリッと焼き上げられたパンを
一口かじるとジュワッと染み出すバター、
たまりません！残った時しか販売されない
レア商品「塩パンフレンチ（￥120）
」も
オススメです！

メ！

オスス

マリトッツォ
￥140（税込）

キャラクターパン
￥110～（税込）

クリームたっぷり！さくさくチョコ、
ピーナッツ、フルーツなど

いろんな味のクリームが入って、

種類も豊富です。

見た目も味も楽しめます！

チャイニーズチキンパン
￥230（税込）
甘酢がからんだ唐揚げと
タップリのキャベツでボリュームも満点。
大好きなあの味です！

学校や駅、バスターミナルに近い
立地条件から、様々なお客様にお越
しいただいております。
一生餅ならぬ「一升パン」など記
念日にあわせたご注文も承ります。

JR

東

室

蘭

駅

●東室蘭郵便局
●上田病院

37 イオン室蘭店
●

●

bakery march

道南バス●
ローソン● ターミナル

●室蘭栄高

住所：室蘭市東町 2－23－28 電話：0143－48－9124 ＨＰ/ＳＮＳ：Instagram、Twitter、Facebookあり
営業時間：9：00～19：00 ※完売の場合、一時閉店し15時から再開
定休日：日曜日・祝日 ※臨時のお休みはSNSまたは店頭でご確認ください。 駐車場：なし

大好評！ひざへの負担を軽くする
ひざにやさしいシューズです

ひざを快適に。

あなたの

シューズ
＆
バッグ
住所 : 室蘭市輪西町２-５-１ぷらっと。てついち内
☎ ０１４３-４４-４６３８ 営業時間 ： １０:００～２０:００
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１番人

サンドママ

気

ハック店
MURORAN

エッグサンド
￥190（税込）
サンドイッチの定番といえばコレ。
すこし甘めの味付けです。

数量限定

厚焼き玉子サンド
￥320（税込）
イタンキ昆布だしを使った
出し巻き玉子をサンド。
ジューシーな玉子焼きって
素敵です。

メ！
オスス

ミルフィーユ
チーズハムカツ
￥320（税込）

イチゴサンド
￥280（税込）

ロースハムとチーズを

ホイップクリームと

ミルフィーユのように重ねてカツに。

おがさわらファームの生いちご。

黄金の組み合わせ！

見た目の可愛さも人気です。

「選ぶ楽しさを感じてもらいたい」
との思いから、ショーケースには定
番から季節の商品まで３０種類以上
のサンドイッチが並びます。

至 伊達 白鳥台北公園
室蘭太平洋病院●

サンドママ●

37

ハック店

（白鳥台ショッピングセンター内）
白鳥台南
公園

●本室蘭中
●白蘭小

至 室蘭

住所：室蘭市白鳥台 5－1－4 白鳥台ショッピングセンター ハック内 電話：080－5570－0859
ＨＰ/ＳＮＳ：twitter、Instagramあり
営業時間：11：00～18：00 ※商品がなくなり次第終了 定休日：土曜日・日曜日・祝日 駐車場：ハック駐車場をご利用ください。

人気 NO.1 !
Ａ５ランク霜降りバラ肉使用！

人気急上昇 !

室蘭全域、登別（鷲別、美園、若草、新生）無料配達

●住所：室蘭市中島町 1-21-1 グリンデパート内
●電話：0143-46-4129 ●定休日：水曜日
●営業時間：肉 10：00～18：00/ どんぶり 11：00～

※３個以上のご注文から

●ご予約：当日 10：00 迄
●受け渡し：店頭11：00～15：00 配達11：45～15：00

（予約分販売終了まで）
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１番

人気

Bakery 陽

絹角

DATE

１本（2 斤）￥432（税込）

（1 斤）￥216（税込）

水分を多めにする事で、
時間が経っても柔らかしっとりが
続く角食です。

メロンパン
￥151.2（税込）
外のサクサクからは

ヒレカツパーカーサンド
￥302.4（税込）

メ
オスス

想像できないほど、

！

中はふわふわモチモチ！

パンとヒレカツは相性バツグン！
間違いなし！
※パーカーとはパンの形の名前で
間違いではありません。

さばサンド
￥302.4（税込）
トルコの名物パンを陽風にアレンジ。
話題の組み合わせを一度お試しください！

木の温もりが感じられる古民家を
リフォームした店内。
お客様のお好みのパンが見つけら
れるよう、40種類以上のパンをご提
供しています。
季節ごとに登場する新作パンもお
楽しみに！

伊達市役所●

北洋銀行●

守谷内科医院●
伊達郵便局●
ダイソー●
ローソン●

Bakery陽
●

●明光義塾

洞口書店●

住所：伊達市鹿島町 51－２ 電話：0142－82－3437 ＨＰ：https://www.bakeryharu.com/
営業時間：10：00～18：00 ※商品がなくなり次第終了
定休日：日曜日・月曜日 駐車場：約６台

新しい体験が、
人生を豊かにする。

室蘭ダイヤモータース株式会社

スピードは控えめに。エコドライブで環境にやさしく。

室蘭本社

室蘭市日の出町 3-4-62(陸運支局隣り)
TEL0143-44-5175

7

伊 達 店

伊達市長和町 418-2
TEL0142-21-2211

気

パンの店

１番人

コスモス

ふわふわ食パン
￥302（税込）

DATE

優しい柔らかさが人気の
ふわふわ食パン。
まずは焼かずにそのまま
食べてみてください！

食パン
（３斤）￥615（税込）

メ！

オスス

食べ飽きのこない定番！
日替わり食パンもあり、
月曜販売のミルクハニーチョコは
イチオシです。

くま食パン
￥250（税込）

コーヒーロール
￥205（税込）

見た目もカワイイ新作パン。

生地の間に白あんを挟んだ、

季節のフレーバーをお楽しみに！

優しい甘さの食べやすいパンです。

伊達市の食材を活かした食品の製
造販売を行っています。
プリンやベイクドチーズケーキな
どのスイーツもオススメ。
秋は栗やカボチャ、食用のほおず
きを使った商品が登場します。お楽
しみに！

パンの店
コスモス ●ヤマダデンキ
●
だて歴史の杜
37

● ●アルファスポーツ
●コープさっぽろ

●伊達中
●やすらぎ

住所：伊達市松ヶ枝町 59－4 電話：0142－25－0022 ＨＰ：https://www.datecosmos21.org/
営業時間：10：15～17：00 ※商品がなくなり次第終了
定休日：木曜日・日曜日・祝日 駐車場：約10台
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手を洗いましょう！

お部屋探しは

北海道知事 胆振
（3）
第957号

森賃貸住宅サービス

新型コロナ対策

マスクを着用しましょう！

FC 室蘭店

株式会社

距離をとりましょう！

アパート･マンション

NDS
G HA
HIN
S
A

TEL0143‐45‐6731

■営業時間 / 9：15～18：00 ■定休日 / 日曜・祝日・第一土曜
室蘭市高砂町5ｰ8ｰ11 https://www.hmfc-muroran.com/

推進中！

当社自社物件は

仲介手数料

円

自社物件所有数地域

今まで食べていたカシューナッツとは
一味違う抜群の美味しさ。
ついつい止まらなくなるやみつきナッツです。

モエ・カシュー
カンボジア産

50g
入り

渋皮付き
カシューナッツ

営業時間 11：00～18：30
室蘭市東町２丁目 27-4

￥430（税込）
facebookで ほしのおくりもの

検索

☎0143-45-1690

地域おこしのスペシャリストが語る 北海道密着番組

お陰様で
入!
突
に
目
年

7

と身近な話題で
なつかしい音楽
んか？
と考えてみませ
に！
気
元
も
振
胆
一歩ずつ西

ゆったり

実はこんなに
真面目じゃない

大山慎介の「復活！北海道」
あなたが気付けば地域が 変わる
北海道が元気になる

復活する！

毎週土曜日１7：００～１８：００

再放送 火曜日 10：００～11：００

ＦＭびゅーから道内地域ＦＭ２０局 で放送中！
番組も
注目！

今までになかった！北海道を考える元気の源

「北海道田舎活性化協議会」 あなたも参加（無料）しませんか？
北海道田舎活性化協議会

大山 慎介 を 検索
9

おお やま しん すけ

大山 慎介 プロフィール
昭和37年
北海道厚沢部町生まれ
函館・ラ・サール高校、学習院大
学卒業後、北海道庁で約３０年
勤務。地方行財政・地域振興・
人口減少対策のスペシャリスト。
全国で広がった
「生活体験型の
中長期滞在システム」
である
「ち
ょっと暮らし」
の企画立案者でも
ある。全道各地での講演多数。
メディアでも幅広く活躍中。

10

84.2MHz

でつたえる

金 FRI

U

土 SAT

時報提供

5
6

たい情報が満載！

7

月火水木金
日の出運輸

火 木
月 金
水
東海建設 アール＆イー 花工房夢

（ニセコ町）

網走市）
とう（室蘭市・登別市）

8

㈮ 室蘭市防災情報［室蘭市］
NPOかわらばん

福祉事業協会]

幸穂

6：05～8：00
NORTH WAVE CALLIN'

6：05～7：30

8：00～9：00
Saturday Music Baggage
9：00～9：30
CONSA Ole /河合竜二、ハイジ

7：30～8:00

藤弘太郎、
なべちゃん

おしゃべりCafe [桜井珈琲]
ジオパーク．火山の恵み ■ 荒町美紀

じ？

火 木
くすもとフーズ

10

FRI-HIGH! ■T-MONKEY
①元気・ニコニコ笑顔いんふぉめーしょん [ふなおか薬局］

知らせ ㊊～㊎室蘭市 ㊊㊍登別市 ㊋洞爺湖町 ㊌伊達市 ㊎豊浦町、壮瞥町
㈮ どらいびんぐ室蘭 [NEXCO東日本]
大川原脳神経外科]
室蘭市防災情報［室蘭市］
①室蘭市からのお知らせ特大号 [室蘭市]
④ハッピージャーニー (室蘭観光協会)

スキップ ■古屋ひかる
TSUTAYAランキング [TSUTAYA室蘭店]

セブンスガーデン ■ 坪川拓史
[室蘭部品、Ｔ・Ｋブラザー商会］

ER NO.5

ご安全に！ ■ツ～シ～
ロッキンスター
本当に星になったアーティストたち

R

制作：j-Clamｐ

スターダストレビューの星になるまで

king

■ 柿沼清史、寺田正美、林VOH紀勝

くみ ①③⑤生放送

川村健司のギタバカ！！ ■ 川村健司
Music Connection
■ DJ MARUYAMA

am/ KEI_HAYASHI

よしもとホッカモリ ■ モリマン、札幌吉本若手芸人

n ㊎ 24:00-24:30 東李苑のおしゃべりシフォンケーキ ㊎ 24:30-25:00 J-HITS FLOOR

後ろの帯色は…

生放送

収録

Sabaai Sabaai！Thailand

アクティブ! ■ 星康洋

YOME YOME CLUB
/田村次郎

11

11:30～12:00
Natural Woman by 北の快適工房
/大黒摩季

12

12:00～1６:00
SAPPORO HOT１００
/タック・ハーシー

13

AIDO/増田佳織

10：00～11:00
/城野康子

㈮ 室蘭市防災情報［室蘭市］
金
月火水木
Boccaからのお知らせ[牧家]
（北海道新聞）
日の出運輸 望月電設工業
どらいびんぐ室蘭 [NEXCO東日本]
症
お天気プラス (室蘭地方気象台)
イド [室蘭市市民会館]
ウィークエンドむろみんプレイバック
（室蘭民報社）
！
ステドラ！

子育ての輪 ■ 髙村泰子、右田永子

/HITOMI、カツノリ
8：00～10：00

11:00～1１:30

月火水木金
住まいのウチイケ

案山子のふるさと ■ 阿戸孝之、中山智康、秦野完治
[丸福建設、
ひかり薬局、
高橋建設]

RUNNING PARADISE HOKKAIDO

/REIKO T.ROGERS、飯島寛子

みんなのうた ■ 沼田勇也、上田康郎

［児童発達支援・放課後等デイサービス まぁぶる］

デイ! ■ 藤田晶子

NORTH WAVE CALLIN'

ISLAND BREEZE from HAWAII

9
聴いたら発達 ■ 北原辰也

日 SUN

水
日光印刷
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～STATION DRIVE SATURDAY～

/ヒロ福地、森ルナ、saori

16：00～17:30
FUN’S AFTERNOON
/佐藤広大、
渡辺菜月、
内海てつや
17:30～18:00
角松敏生 My BLUES LIFE
/角松敏生
18:00～19:00
UR LIFESTYLE COLLEGE

15
16

/吉岡里帆
19:00～20:00
Rock Vibrations！
/ちゃぼ

17

大山慎介の『復活』北海道

18

おばんです！HAMBURGER BOYS

19

■ 大山慎介 [北海道田舎プロデュース]

21
22
23
0

BRAND-NEW TUNE
21：00～21:30
ナイトdeライト リビング

/HAMBURGER BOYS

ENEOS FOR OUR EARTH～ONE BY ONE～
/堀田茜

JOYOUS JAZZ

/DJ FAT MASA & & THE FRIENDS

20

20:00～21:00

ななめに、ラブい。/ Furui Riho
室蘭ワクワクナイト

制作：室蘭ベイサイドラジオ
②④生放送！①③再放送！
⑤週目 T-MONKEYのアニソンは世界だ！
/T-MONKEY、いっしー
詳しくは室蘭ベイサイドラジオHPへ！

/ナイトdeライト
21:30～22:00
MUSIC PLANET presents NORTH★PLANET

/加藤ジュン

22:00～24:00
4 STEPS JOURNEY／カツノリ
24:00-25:00
Carry On Tuning

FMノースウェーブの番組詳細は
http://825.fm まで

アイドル大好き！ ■たぁぼっち、こぐま
制作：室蘭ベイサイドラジオ

とびだせ！ジュークボックス ■たぁぼっち、こぐま、高橋智佐子
制作：室蘭ベイサイドラジオ

㊏24:00-24:30 レバンガな夜 24:30-25:00 RADIO SATISFACTION ㊊～㊐ 25:00-TRANSIT NIGHT

※FMびゅーでは、
FMノースウェーブへのメール、
リクエストなどは受け付けておりません。
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TIME TABLE 2021/10～2021/12
月 MON

まちを「おと」で

火 TUE

元気はつらつ歌謡曲 月：演歌男子。+ 純烈
㈪～㈮ 6：00～7：00

いってきますらっしゃい

水 WED

火：岩佐美咲＆はやぶさ

水：山口ひろみ＆辰巳ゆうと

木：川野夏美

木 TH
金：山本譲二＆北川かつみ

KAT'S IN THE MORNING／カツノリ

■㊊～㊍井川康子 ㊎パワー ★
「いってきます」
の人と
「いってらっしゃい」
の人が気持よく過ごせるように、
忙しい朝に知りた

●天気予報 7:30 ㊊～㊎[住まいのウチイケ] 8:15 ㊊㊌㊎[モルエ中島] 8:30 ㊊
［若佐組］㊋～㊎[ネッツトヨタ苫小牧] 8:50 ㊊～㊎[創価学会] ）●交通情報 8：34㊎[日の出運輸］
●ニュース 7:25 8:25（室蘭民報社、北海道新聞社）●おくやみのお知らせ
（室蘭葬儀商組合）●ゴミ出し情報 ●給食情報 ●㊊～㊍ くじ引き占い ●誕生日おめでとう！
■行政からのお知らせ ㊊～㊎室蘭市 ㊊㊍登別市 ㊋洞爺湖町 ㊌伊達市 ㊍壮瞥町 ㊎豊浦町
㈪ CFM中継：みやこハーバーラジオ（岩手県宮古市） ㈫ CFM中継:エフエムもえる（留萌市）
①海保１１８ホット情報
（室蘭海上保安部）
ラジオ健康プラザ[日鋼記念病院]
②④おしゃべり”シエスタ”

④月刊紅茶通信
［蘭子チャタイム紅茶店］

①室蘭市からのお知らせ特大号[室蘭市]
②姉妹都市だより
（静岡市、
上越市、
宮古島市）
②東京室蘭通信

ほっとひとときⅡ ■琴音
ひろこの音部屋 ■さくまひろこ

らふ

大山慎介の『復活』北海道(再）

プレシャスタイム ■ miwa

■ 大山慎介 [北海道田舎プロデュース]

FP事務所の
「くらしとお金」
相談室

いただきますごちそうさま ■ こーちゃん、ぬまっち
①Bocca Radio［牧家］■ 成田悠、遠藤奈津美

ラジこらん [室蘭市] ■ チームラジっ娘

㈭ CFM中継：ラジオニセコ（

㈬ CFM中継：AIRてっし（名寄市）

[ライフコンパス]

：FMあばしり（網
②④生まれてくれてありがと

③安心暮らしガイド[室蘭福

スマイルタウン

■ 川田玲子、
滝口紘子、
四戸幸

店長のハッピーエブリデ

［フィールカーム］

ウレシパ ■ 日笠和也、佐藤

ハッピーアニマルライフ

[EKOU］

■ ゆみ、
こと、
ゆき、
ちえ

■㊊㊌㊍ 遠藤奈津美 ㊋㊎ 橋本稚葉 ★Roughにいこう。Laughしよう。 肩の力を抜いてラフに過ごすお昼休み。
今日のお昼はどんなかんじ

●天気予報 12:04㊊～㊎[住まいのウチイケ] 13:26㊊～㊎[北海印刷］●交通情報 ●ニュース 11:40
（室蘭民報社、北海道新聞社）●誕生日おめでとう！ ●給食情報
■行政からのお知らせ ㊊～㊎室蘭市 ㊊登別市 ㊋洞爺湖町 ㊌伊達市 ㊍壮瞥町 ㊎豊浦町
㈪地域安全ホットニュース
（室蘭警察署）
得するエコ～もったいないが地球を救う～
らんらんランチ♪

㈫ まちかど中継
いぶリング（胆振総合振興局）
①室蘭市からのお知らせ特大号 [室蘭市]
終活のススメ［遺品整理のアイ・キャリー］
②④自学へGO！(室蘭中央自動車学園）

㈬ ①安全安心まちづくりニュース
（伊達警察署） ㈭
①東京室蘭通信
①③ようこそ論語の部屋・のぼりべつ
（登別市）
②③だてコミュ[伊達市]
②れっつとらいいんぐりっしゅ
④だてラジ宅配便[伊達市]
④観天望気
（室蘭地方気象台）

弁護士みらいカフェ ■ 増川拓,阿部洋介,本間寛菜 ときめきテラス ■ 井餘田華子、小野友美

KanzyのMusicMountain

［北海道みらい法律事務所]

［Acoustic Bar KANZY］ ■ Kanzy

堀江淳のファインミュージックアワー
制作：j-Clamp

藤河ちあきのMy favorite things ■ 藤河ちあき

［須藤建設、ダイコウ、栗本石油、オオヤミート］

お人柄ラジオ ■ 横田晃一、波方元希

まちかど中継
①③道新ディスカバリー
（
①③聴いてナットク！認知症
②④市民会館イベントガイド
④知りたいっすサイエンス！

Mサプリ ■ miwa、miki
月1～2回生放送

［共立歯科クリニック]

15：00～15：30 GOGO RADIO /ヤマタ、
ハイジ
15：30～16：00 ㊊①1UP LIFE! 1UP RADIO! ㊊ AREA CROSS ㊋NORTH STAR ☆ RADIO / 小神ひろゆき、
バンビ ㊌ATTRACTIVE HOKKA
㊍CHEERING！North Land！～北海道FUN～ /ダッチ―、
田村次郎
16：00～17：00 XROSS JAM /ジャイアン、
mitsuki ※１７時～１８時中断いたします。

オレンジ ■㊊㊋橋本稚葉 ㊌㊍古屋ひかる ㊎星康洋

★ 新鮮な情報がギュッとつまった60分。

●ニュース 17:01（室蘭民報社、北海道新聞社）●天気予報 17：10 ㊊～㊎[住まいのウチイケ] ●誕生日おめでとう！ ● 測量山ライトアップメッセージ（室蘭ルネッサンス）■ 行政からのお知
㈭ ラジオ Ｏｈ～！かわら版 [大
㈫ ①calling
㈬②④防災Q＆A
㈪ ①室蘭市からのお知らせ特大号 [室蘭市]
②あいスポ！ [室蘭市スポーツ協会]
②かいぎしょ情報 [室蘭商工会議所]
③東京室蘭通信
③登別市からのお知らせ特大号[登別市]
④スタジオHOKUTO
［北斗文化学園］
18：00～19：00 XROSS JAM

■ ハヴケイスケ

ジンケトリオ 制作：j-Clamp

■ 尾﨑佳枝、
田附歩 [晴美写真舘]

■ 高桑雅信

続・私の玉手箱 ■ 芝垣美男

ノースアイランド

室蘭歴史の散歩道 ■ 前澤佐土史

ごちゃまぜラジオ ■音喜多、細川、井川

[菓子工房モンパリ]

FMとまこまい実行委員会

制作：FMとまこまい実行委員会

夢よ急げ！～ THE ALFEE 全曲紹介ラジオ
制作：j-Clamp

/ジャイアン、
mitsuki

尾﨑佳枝の“クラシック♡プロムナード” 高桑雅信の水曜びゅーでしょう

めんこい子には旅させろっ！

陽のあたる介護 ■アッキー
［ノースメディコ、
ホープウインド］

今日も一日なめらか様でした

プチ☆ヒュプ ■ことは

ロック裁判所 制作：j-Clamp

港湾音楽街道 ■ きくた、まき

制作：なめらかカワイ音楽事務所

「チェンバリスト明楽みゆきの浪漫紀行」 Rihwa Hidey-Ho!! / Rihwa
制作：エフエムしろいし

Ceru 8mm Radio /Ceru

RADIO WE！

制作：ディーファインメディアプロジェクト

工大ナビ [室蘭工業大学]

THE BEATLES LOVE
制作：j-Clamp

[倭会、大師堂仏壇店、湊工業、おたがいサロン・ゴチャマーゼ、
「！」］ T’
s Music SHOWER
■ TAKASIX
MIT-NIGHT ■ MITラジオ放送部

ミュージックデリバリー 制作：j-Clamｐ

Soliste Music Spark
［Live cafe Soliste］

■木村マサキ、大廣まゆこ、く

DJ Nobby’
s Tokyo LIVE
制作：Tokyo LIVE制作チーム

No Maps RADIO

週刊！本庄強 ■ 本庄強

KEI_HAYASHI's All That Ja

㊊J-HITS FLOOR ㊋24：00～24：30 JOKEMICのLocal＆Local ㊋24:30-25:00 J-HITS FLOOR ㊌24:00-24:30 voice world ㊌24:30-25:00 やすと横澤さんと民泊～北海道ワーケーションライフ～ ㊍college Radio Japan

番組名の色は…

■ 自社制作番組

■FMびゅーボランティア制作番組
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■ wi-radioボランティア制作番組

■ 外部制作番組

Bocca Radio
（提供：牧家）
成田悠・遠藤奈津美 第１火曜日 11：00～11：30

牧家がお送りする「食」に関する様々なジャンルのゲストをお迎えし
てトークする30分間。「ラジオから食卓へ」旬な話題をお届け致します。

番組紹介

いってきますらっしゃい

弁護士みらいカフェ

月～木曜日 井川康子 金曜日 パワー
7：00～10：00

（提供：北海道みらい法律事務所）
増川拓・阿部洋介・本間寛菜 火曜日 14：00～14：30

天気・交通情報を中心に忙しい朝に必要な情報を元気の出る音楽と一
緒にお届けします。あなたからのメッセージや情報をお待ちしています！

生活の中の疑問や、悩み事について、あなたの街の弁護士さんが事例を交えながら
わかりやすくご紹介。まぁるく収めて、明るく楽しい毎日（みらい）を過ごしましょう。

らふ

尾﨑佳枝のクラシック♡プロムナード
（提供：晴美写真舘）
尾﨑佳枝・田附歩 火曜日

月・水・木曜日 遠藤奈津美
11：30～14：00

19：00～19：30

クラシックの名曲の数々とスプーン一杯の幸せをお伝えできれば…と
願っております。

火・金曜日

橋本稚葉

肩の力を抜いて過ごす、のんびりまったりの２時間半。生活情報や中継・ゲストトー
クを交えてラフにお送りします。Rough に Laugh しながらお付き合いください！

オレンジ

続・私の玉手箱

月・火曜日 橋本稚葉 水・木曜日 古屋ひかる 金曜日 星康洋
17：00～18：00

（提供：菓子工房モンパリ）
芝垣美男 火曜日 19：30～20：00

情報をギュッと詰め込んだ60分！フレッシュにお伝えします！

この地域の様々なゲストを招き、その人の人生を形作る「趣味」のお
話を伺います。

FP事務所の「くらしとお金」
相談室
（提供：ライフコンパス）
きくりん・遠藤奈津美 水曜日

KanzyのMusicMountain!
（提供：Acoustic Bar KANZY）
Kanzy 月曜日 14：00～14：30

10：30～11：00

㈱ライフコンパスのファイナンシャルプランナーが、家計に関わる金融、
税制、住宅ローン、生命保険、年金制度などを分かりやすく解説してくれます。

国内外のフォークソングやオールドソングで綴る30分。時々出演す
るアーティストの皆さんや一般のゲストの皆さんのお話もお楽しみに!!

皆様の発展に貢献できる企業を目指しています。
損害保険

生命保険

代表取締役社長
本 社

室蘭市中島町3丁目8番10号
（ベストビル3F)

TEL 0143-45-8869

各種リース

越後

修

札 幌 支 店 札幌市中央区大通東3丁目1番地19 TEL 011-209-1100
東 京 支 店 東京都港区芝大門1丁目7番地7

TEL 03-5733-7788

大 阪 支 店 大 阪 市 西 区 北 堀 江 1 丁 目 1 番 7 号 TEL 06-4303-4097
博 多 オ フ ィ ス 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目7番35号 TEL 092-432-1201

白鳥大橋

室蘭市からのお知らせ

毎週月曜～金曜

室蘭市からのお知らせ特大号

毎月第１月曜日 17:39
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朝 ７:55 / 昼 11:47 / 夕 17:30
同じ週の火曜日 12:44 / 水曜日 9:10/ 金曜日 17:39

FRI-HIGH！
T-MONKEY

「お人柄」
ラジオ

金曜日

（提供：共立歯科クリニック）
横田晃一・波方元希 水曜日

15：00～17：00

たのしい！何か気になる！心地よく耳に引っ掛かりながら、もうひと頑張
りな週末の金曜日の午後を、明るくお届けします。

ごちゃまぜラジオ

スキップ
古屋ひかる

14：30～15：00

医療・福祉分野で活躍するゲストをお迎えし、その「お人柄」をトークで掘り
下げる30分。医療・福祉の魅力をお届けします。

金曜日

（提供：倭会、大師堂仏壇店、湊工業、おたがいサロン・ゴチャマーゼ、
「！」）
音喜多・細川・井川 水曜日 20：00～20：30

18：00～19：00

週末がもっと楽しくなるような最新エンターテインメント情報をお届け！
○○部もあるよ！

ゴチャマーゼ施設長細川と、プライベートキッチン「！」音喜多、夜の井川に
よる、近い将来訪れる介護、身近にある福祉を明るく話す介護トークバラエティ！

工大ナビ

セブンスガーデン

（提供：室蘭工業大学）
井川康子 木曜日 19：00～19：30

（提供：室蘭部品・Ｔ・Ｋブラザー商会）
坪川拓史 金曜日 19：00～19：30

室蘭に暮らす映画監督、坪川拓史が映画にまつわるトークと音楽をお
届けする30分。
豪華ゲストあり？

室蘭工業大学の取り組みについて、様々なゲストを招いてお送りしま
す。市民公開講座などのイベントについてもお知らせしています。

みんなのうた
沼田勇也・上田康郎

Soliste Music Sparking
土曜日

（提供：Live Cafe Soliste）
木村マサキ・大廣まゆこ・くみ 木曜日 21：00～22：00

9：30～10：00

ライブカフェソリストのライブ情報やこの地域の音楽情報をゲストと
一緒にお送りします。

日本の歴史のインデックスである童謡唱歌が未来に歌い継がれていく
よう紹介していきます。

大山慎介の「復活」
北海道

おしゃべりCafe
（提供：桜井珈琲）
金曜日 10：30〜11：00

（提供：北海道田舎プロデュース）
大山慎介 土曜日 17：00～18：00 再放送 火曜日 10：00～11：00

「あなたが気づけば、地域が変わる。北海道が元気になる」身近な話題から北海道の
今を見つめ、これからをリスナーの皆さんとゆったりとした雰囲気で一緒に考えます。

つめ水虫の駆け込み寺！年内に

ちょっとおしゃれなカフェがＦＭびゅーで放送中。
『サクライコーヒー』
を飲みながら、あなたも一緒にお昼前のおしゃべりを楽しみませんか？

前の綺麗な爪に 戻りたいね！
家族にも内 緒のつめ水 虫。長年治らなかった方が当店の 紹介する
方法で、きれいな爪が 生えてきたと喜びの声が。あなたも今年中
に自慢の足に！つめ水虫の塗り薬は塗り方にコツがあります。

①目の悩み ②耳なり・めまい ③自律神経 の乱れ
④がんの方の食養生 ⑤子宝相 談 の専門のお店です。

初回カウンセリングはご予約ください
毎月第１金曜日午後３時30分～ 元気・ニコニコ笑顔 いんふぉめーしょん 放送中

相談処

伊達市舟岡町329-13

ふなおか薬局 営 10：00～18：00（火～金）
住

☎ 0142-25-7026 休 日曜・月曜

10：00～17：00
（土・祝）

人が輝き まちがときめく ふれあい交流都市

登別市

●登別市からのお知らせ
毎週 月曜日 7:57･17:32 木曜日８:00･17:32
●登別市からのお知らせ特大号
第３月曜日 17:39

秋の地獄谷
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登別市からのお知らせ特大号（提供：登別市）

第3月曜日 17：39
登別市から、より詳しいお知らせ、防災情報をお伝え
します。

コーナー紹介

終活のススメ（提供：生前整理・遺品整理のアイ・キャリー）
火曜日 13：15
自らの人生の終わりを考えることを通じて、自分らし
く、今をよりよく生きるためのヒントを探します。

あいスポ!!（提供：室蘭市スポーツ協会）

への

リクエスト・メッセージは…

第2火曜日 17：39
“室蘭市スポーツ協会”からのイベント情報や登録団体
の紹介。日々出来る軽い運動などもお教えします！

E-mail 842@fmview.jp FAX 0143-84-1663
ハガキ 〒 ０５０－００８４ 室蘭市みゆき町 2-13-1
輪西多目的センター４Ｆ

だてコミュ（提供：伊達市）

ラジオ健康プラザ（提供：日鋼記念病院）

だてラジ宅配便（提供：伊達市）

室蘭市からのお知らせ特大号（提供：室蘭市）

安心暮らしガイド（提供：室蘭福祉事業協会）

かいぎしょ情報（提供：室蘭商工会議所）

月曜日 8：05
医療情報や病気の予防など、イキイキ健康生活に役立
つヒントをわかりやすく紹介します。

第2・3水曜日 12：30
毎週水曜日の「伊達市からのお知らせ」では伝えきれ
ない情報を、担当者の声でより詳しくお伝えします。

第１月曜日 17：39 再放送 同じ週の火曜日 12：44 水曜日 9：10 金曜日 17：39
室蘭市からのお知らせを「より身近に、より詳しく」
担当者の声でお伝えします。

第4水曜日 12：30
伊達市の元気をみなさんにお届けする住民参加型番組
です。

第3木曜日 9：10
室蘭福祉事業協会が運営する保育所や福祉施設のサービスや
イベント情報などをご紹介します。あなたの暮らしに安心を。

第2月曜日 17：39
“室蘭商工会議所”会員の方とのトークや商工会議所か
らのお知らせをご紹介。

「自然・ひと・まち」が響き輝くそうべつ
～火山のもたらした、めぐみの郷～

壮瞥町

●壮瞥町からのお知らせ
木曜日 ７：５７ 金曜日 １７：３４
紅葉と昭和新山 （撮影 飯田 理 氏）
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市民会館イベントガイド（提供：室蘭市市民会館）
第2・4木曜日 13：01頃
“室蘭市市民会館”のイベント情報をご紹介します。

ラジオ Ｏｈ～！かわら版（提供：大川原脳神経外科病院）
木曜日 17：39
大川原脳神経外科病院の各部署のスタッフに焦点をあ
てて、お仕事内容やプライベートを楽しく紹介します。

Boccaからのお知らせ（提供：牧家）

金曜日 12：30
伊達市の企業、牧家の乳製品の美味しさを担当の成田
さんと一緒にお伝えします！

どらいびんぐ室蘭（提供：NEXCO東日本）

金曜日 13：10 17：15
高速道路を使っておでかけしよう。安心安全快適なド
ライブ計画をご提案。

元気・ニコニコ笑顔いんふぉめーしょん（提供：ふなおか薬局）

O

第1金曜日 15：30
健康の源は笑顔から。いつもニコニコしていれば幸せもいっぱいになります
よね。いつもニッコリ薬剤師 京野先生がその秘訣をちょっぴり教えてくれます。

めざせ交通事故死 ゼロ への挑戦 !
（室蘭市交通安全年間スローガン）

一般社団法人

TSUTAYAランキング（提供：TSUTAYA室蘭店）

室蘭交通安全協会

金曜日 18：05頃
本、DVD、ゲーム、音楽の週間ランキングをたっぷり
まとめて紹介します！

交通安全協会に加入して交通安全運動にご協力ください

う み
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ボランティア
制作番組

（提供：ノースメディコ、
ホープウインド）
20：30～21：00

陽のあたる介護
アッキー

火曜日

介護の情報や体験談、ゲストと共に温かな思いと言葉を
お届けし繋がる皆さんと一緒に作り上げたい番組です。

プチ☆ヒュプ
ことは

火曜日

への

ことはと色々お喋りしません？あなたの心の中にあ
る、ちょっとした想い、ステキなお話、お待ちしています。

プレシャスタイム
miwa

水曜日

リクエスト・メッセージは…

E-mail 842@fmview.jp FAX 0143-84-1663
ハガキ 〒 ０５０－００８４ 室蘭市みゆき町 2-13-1
輪西多目的センター４Ｆ

21：00～21：30

ほっとひとときⅡ

制作：wi-radioクラブ

琴音

10：00～10：30

音楽と人との繋がりを大切にしたい30分。旅の話やス
イーツの話題もホッコリと。

月曜日

10：00～10：30

軽いトークと音楽の「ほっと」する30分。
「ほっこり・ゆったり」をお届けします。

ハッピーアニマルライフ

ラジこらん（提供：室蘭市）

ゆみ、こと、ゆき、ちえ 水曜日 11：00～11：30

チームラジっ娘

ときめきテラス

藤河ちあきのMy favorite things 制作：wi-radioクラブ

人と動物が共生した優しい社会を目指し、また、家族でもあ
るペットの幸せを考え、ペット情報や健康情報をお伝えします。

月曜日

（提供：須藤建設・ダイコウ、栗本石油、オオヤミート）

制作：wi-radioクラブ

小野友美、井餘田華子 水曜日 14：00～14：30

藤河ちあき 火曜日 14：30～15：00

雑穀と野菜を使った料理とアロマテラピーや整理収納を
もとに、ときめく健康的な暮らしのヒントをお伝えします。

伊達市出身・在住のヴォーカリスト藤河ちあきがお届けす
る、心のホッとする話題と音楽で一日をやさしい気持ちに♪

MIT－NIGHT

室蘭歴史の散歩道

ＭＩＴラジオ放送部 水曜日 20：30～21：00

前澤佐土史

集

火曜日

20：00～20：30

「てつのまち」以前の室蘭に焦点を合わせ、室蘭
の原点を探り、
知られざる室蘭の歴史を紹介します。

室蘭工業大学ラジオ放送部のメンバーが室工大生
の今をリスナーの皆さんにお伝えする番組です。

募

11：00～11：30

子育て世代のみなさんが、より楽しく暮らしやすい子育てライフを送れる
ように、衣食住、イベント、行政サービスなど聴くと便利な情報を発信します。

追い風

サポーターズクラブ
ＦＭびゅーの追い風になって応援してください！

ＦＭびゅーを応援してくれている人なら誰でもＯＫ。
地域年齢性別個人団体一切問いません。
お問い合わせ、入会お申込みいただける方に詳しい
資料をお送りいたします。

■「追い風」
メンバー特典

■入会方法

○次のいずれかの方法でご連絡ください。
後ほど申込書・規約等を送付いたします。
●Ｅメール oikaze@fmview.jp
●ＦＡＸ 0143‒84‒1663
●はがき 〒050‒0084 室蘭市みゆき町 2‒13‒１
輪西多目的センター４Ｆ
「ＦＭびゅー追い風」係
○次の事項をご記入ください。
●件名「追い風入会係」 ●氏名 ●住所
●年齢、誕生日 ●電話番号 ●Ｅメールアドレス

○会員証発行
○ＦＭびゅーオリジナルグッズプレゼント
○提携会社利用等によるサービス特典
○会員限定情報発信（会報など）
○誕生日おめでとうコーナーでお名前をお呼びします
（7：43 頃 11：54 頃 17：26 頃）
○番組表ぷれびゅー 発送 ○その他

■応援金（年会費）

毎年4月～3月を一年度とします

○入会金
○年会費

無料
（年会費以外の費用はかかりません。）
１口 1,000円～
（何口でもご参加いただけます。
）

会員証提示でもっとお得に！

むろらん温泉ゆらら：入浴料金割引
（カウンターまでお問い合わせください）
温泉銭湯 夢元さぎり湯：
大人のみ1名様 450円→400円
ボルタ工房：お買い物や制作体験された方に
ポストカードプレゼント！

クマックコム：パソコン修理10％引き
新品パソコン購入で初期設定料金無料!
Acousticbar KANZY：
ソフトドリンク1杯サービス！
ペットショップＰＥＰＥ：
店内の商品すべて10％オフ

＜本会の目的＞
本会は、室蘭地域の活性化や人々の交流によるまちづくりを目指し
て、室蘭まちづくり放送が運営する「ＦＭびゅー」の活動趣旨に賛同す
る地域住民を会員として構成し、ＦＭびゅーの運営をサポートする形
での、まちづくりへの参画や、会員相互の交流・親睦を深め、地域が一
体となってよりよいまちづくりに発展することを目的とします。

＜個人情報取扱規定＞
本会入会時にご提出いただいた個人情報は、本
会の運営に関する管理と情報発信のためにの
み使用します。個人情報を「室蘭まちづくり放
送株式会社」以外の第３者に公表することは一
切ありません。
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ジオパーク．火山の恵み 制作：wi-radioクラブ

スマイルタウン

荒町美紀

川田玲子、滝口紘子、四戸幸穂 木曜日 10：00～10：30

金曜日

11：00～11：30

有珠山・昭和新山の噴火の歴史や火山の仕組みを知ってもらい、防災
への意識向上と共に、ジオパークの情報を発信し魅力を伝えていきます。

制作：wi-radioクラブ

まちづくりをジブンゴトとして身近に感じるきっかけに。誰もが
幸せに暮らせる「まちづくり」について３人で楽しく語り合います。

（提供：丸福建設㈱、ひかり薬局、㈱高橋建設）

（提供：㈱フィールカーム）

案山子のふるさと 制作：wi-radioクラブ

店長のハッピーエブリデイ！ 制作：wi-radioクラブ

なかやまくん、あっとくん、Kanzy くんの三人が中心に送る、
地元盛り上げバラエティー。聴けば元気になるラジオを目指して！

セレクトショップ店長がお送りするおしゃれで
ハッピーが満載の30分です！

阿戸孝之・中山智康・秦野完治 金曜日 14：00～14：30

藤田晶子

髙村泰子・右田永子

金曜日

日笠和也・佐藤弘太郎・なべちゃん 木曜日 11：00～11：30

14：30～15：00

安心してくらせるまち、自然を感じるまち、みんなで子育てする
まち、蘭北の町の魅力を、新旧の住民の皆さんの生の声で紹介します。

臨床心理士・スクールカウンセラーと助産師がコラボ
でお送りしています。子育てや性教育に関する内容です。

ツ～シ～

10：30 ～ 11：00

ウレシパ（提供：株式会社EKOU）

子育ての輪

ご安全に！

木曜日

Mサプリ

制作：wi-radioクラブ

金曜日

miwa・miki

19：30～20：00

制作：wi-radioクラブ
木曜日

14：00～15：00

週の後半木曜日。そろそろ疲れて来たあなたへ贈
る「心と耳への栄養補給」
。

移動で使う交通機関のちょっとした利用マナ－や知識を身に付けて「安
全・快適に」過ごす為の30分。ちょっと懐かしいＣＭ曲も流してしまいます。

Music Connection

T’
s Music SHOWER

DJ MARUYAMA

金曜日

TAKASIX

アクティブ！

制作：wi-radioクラブ

22：00～23：00

イベントゲストとみなさまのきっかけづくりをテーマとし、人と人を繋ぐ番組です。
時にはアーティスト特集も。ラジオの世界でいろいろな地域に行ってみませんか？

星康洋

土曜日

20：00～21：00

（提供：児童発達支援 放課後等デイサービス まぁぶる）

聴いたら発達 制作：wi-radioクラブ
北原辰也

10：00～12：00

金曜日

10：00～10：30

『成長や発達はカラダから』をテーマにこどもの成長
と大人にも役立つ発達についての情報をお送りします。

「知りたい！」はそこにある。「聴きたい！」はここにある。週末を元気に楽しく過ごすた
めの情報と音楽を、伊達市観光物産館内 wi-radioスタジオから公開生放送でお送りします。

クラブ

木曜日

1970年代から90年代までのAOR，FUSION，SOUL，JAPANESE
CITY POPSの１アーティストにスポットを当ててご紹介します。

会員募集中！

お待ちしています、こんな人！

活動内容の例

「wi-radioクラブ」
は伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町のコミュ
ニティFM放送局「wi-radio」の運営をボランティアでサポート
する組織です。会員を募集していますので、興味のある方は事
務局までご連絡ください。

連絡先：だて観光協会
（だて歴史の杜カルチャーセンター内 ☎０１４２‒２５‒２７２２）
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介護・親孝行のお手伝いをさせてください

板金塗装・車検・中古車・タイヤ

介護保険外自費サービス

介護の便利屋さん

●親の願いを少しでも叶えてあげたい
●介護に疲れた。少しだけ自分の時間が欲しい
●とにかく、
どうしたらいいかわからない…
●用事で親の病院の付添が出来ない
●離れた親の生活状況が心配…

30分➡１,1０
０円（税込）

☎ 0143-50-6777
室蘭市日の出町1丁目3番1号 FAX.0143-50-6790

～陽のあたる介護～

どんなお悩みでも、
まずはお気軽にご相談ください
（相談無料）

室蘭FMびゅーボランティア番組
「アッキーの陽のあたる介護」
毎週火曜日放送中

フリーランス介護福祉士

〒050-0061 室蘭市八丁平 5 丁目 4 番16号

豊島 明広

お問い合わせ：070-2005-5331

人権擁護委員は
あなたの街の相談パートナーです。

ギターの吐息を癒しの一杯と共に・・・

差別やいじめを受けたなど、人権のことで
困っていることがありましたら、
お気軽に人権擁護委員にご相談下さい。

<歌放・飲放・120分/￥3,000（税込）～絶賛実施中!>

月～金曜（土日祝祭日休）午前9：30～午後4：00
室蘭市入江町１番地13 室蘭地方合同庁舎３階
札幌法務局室蘭支局内

室蘭人権擁護委員協議会

TEL：0570-003-110
12月10日は「人権デー」です。

一つ上のプレミアムなおもてなしを！
大型

道南バスの貸切バス

中型

小型

乗員数：42～60名

乗員数：28～42名

乗員数：～24名

ご利用人数・用途に応じて各種お選びいただけます。
ご相談はお気軽に！
室蘭貸切センター

TEL
（0143）
81-2100
FAX
（0143）
85-1997

※「大樹セレクト 働く人応援ほけん」とは、
くらしエール（継続治療後収入サポート特約019）と
くらしガード（就労不能収入サポート特約019）のいずれか、または両方を付加し、2セレクト以
上で構成された大樹セレクト(無配当保障セレクト保険)の呼称です。

室蘭営業部 〒050-0083 室蘭市東町3丁目20-1 中田商会東ビル3Ｆ ℡0143-44-2314
室蘭みなと営業部 〒050-0083 室蘭市東町3丁目20－1 中田商会東ビル4Ｆ ℡0143-44-2315
Ｋ-2020-5004（2020.10）
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開局、運営にご賛同いただいている皆様
※ご要望がない限り、2008年開局当時の名称・氏名で掲載しております。

■

資本参加（増資参加） ＜企業、
団体＞

浅水建設㈱ ㈱アップデート ㈱アフター IKENO RENTAL SERVICE 石原建設㈱ 医療法人社団医修会大川原脳神経外科病院
㈲一平本店 ㈱伊藤工業 ㈲イー・フロント NPO法人ウイメンズネット・マサカーネ ㈲エモーション ㈱内池建設 オフィスマシン販売㈱
学校法人伊達育英学園 ㈱カネサン佐藤水産 医療法人社団神島整形外科医院 キクヤ家具店 ㈱楠本 くにもと内科循環器科
㈲グランディール ㈱耕電設 興和工業㈱ 佐藤設備工業㈱ さくら歯科 ㈲ジェイ・キープ しゃんしゃん共和国商店街振興組合 ㈱寿浅
須藤建設㈱ ㈱住まいのウチイケ セイコーマートなりた 高田ダンスセンター ㈱伊達斎場 ㈲チバ ㈱津田額縁店 津田建設㈱
東海商事㈱ 道都防災設備工業㈱ ㈱道南事務機器 道南清掃㈱ ㈲ドラゴン ㈱中井英策商店 中島商店会 なかじま商店街振興組合
中島中央商店街振興組合 ㈱日光印刷 ㈱日光美装 ㈲野呂商会 ㈱ハシモト ㈲ハトヤビル 早坂産業㈱ ㈱平林紙店 藤川建設㈱
ふなおか薬局㈲ ベストアドバイス ㈱ベストクリエイト ぼこいクリエイトサポート 北海印刷㈱ ホットライフ㈱ 本所工業㈱ ㈱牧野
丸果室蘭青果㈱ ㈱丸勇小笠原緑化 矢乃商會㈱ ㈲ヤマコしらかわ よしおか葬祭㈱ 輪西商店街振興組合 輪西中核施設協同組合
■

資本参加（増資参加） ＜個人＞

東川充 阿部友暁 井川健三 井川祐三 石田佳久 石戸谷勝治 伊藤修 伊奈綾 上田康郎 大坂谷吉行 大嶋智博 大場博海
金谷一雄 菊池晃子 京野大介 國本一夫 栗林和徳 小林一彦 駒木佐助 齋藤誠 坂本祐一 貞川俊郎 芝垣美男 鈴木雄二 関本国彦
平武彦 高桑勝利 髙橋正臣 高谷秀隆 武田公 土井千鶴穂 鳥山晃 長田照代 中西敏文 奈良泰哉 沼田和夫 沼田早苗 秦野完治
日浅健 東野純也 藤井幹久 前澤佐土史 真境名達哉 松岡健一 松永英樹 丸山博 三上高鋭 三木真由美 三原澄子 宮地隆夫
森川亮 森田邦義 安田史生 吉岡貞夫 若林勇
■

協賛協力

＜企業、団体＞

㈱アイスジャパン アイランド観光 ㈱東川 ㈱荒川設備 医療法人社団有賀眼科医院 アールベルアンジェ室蘭 石田テンレイ
㈱イースト住宅情報 ＮＰＯ法人ウイメンズネット・マサカーネ 内山動物病院 ㈱ウロコ 絵鞆町会 ㈱NTT東日本北海道室蘭支店幹部会
㈱NTT東日本北海道室蘭支店有志一同 笑の会 ㈲エモーション ㈱エルム楽器室蘭店 ㈲エレ大久保 大高酵素㈱ おばんざい処まつ蔵
学校法人海星学院高等学校 カットスロート カットハウスプラウィッツ ㈲カーフレンドうえはら 河辺石油㈱室蘭営業所 川村商店
喫茶トライアングル 規久夫板金店 ㈱木籐鋼業 キュリアス 協栄塗工㈱ 共成土木㈱ ㈱孔雀グループ くがはら内科クリニック
㈱楠本 クマックコム くみ美容室 ㈲グランセモア 栗林機工㈱ ㈱栗林商会 黒光建設㈱ 小林はり灸治療院 駒井桂伺税理士事務所
桜井珈琲 ㈲酒本商店 ㈲佐々木生花店 ㈲佐々木電装店 ㈱三冷設備工業 JA伊達市 ㈲秀美堂 ㈲祝津工業 祝津商店会
㈱ジョブサポート ㈱住まいのウチイケ ㈲スワンモーター 社会医療法人製鉄記念室蘭病院 清洋軒 ㈲ゼレSPICAgile
第一生命保険㈱室蘭中央営業オフィス 高橋衛生工業㈱ 高橋清掃㈱ ㈱タカヤナギ 卓夢会 ㈲伊達納豆 ㈲谷藤商事 ㈲津野塗装
東栄㈱札幌支店 東海建設㈱ ㈱道南事務機器 道南バス㈱ 内藤食品工業㈱ ㈱ないとう本店 ㈲中川石材店 ㈱中田商会 ㈱新岡燃料
㈲日検商会 日鋼運輸㈱ 日鋼検査サービス㈱ 日鋼工営㈱ 日鋼デザイン㈱ 日鋼マシナリー㈱ 日鋼室蘭サービス㈱ 日本航空
㈱日本製鋼所 日本製鉄㈱室蘭製鉄所 日本製鉄室蘭労働組合 登別アマチュア無線クラブ 登別温泉㈱
一般社団法人登別国際観光コンベンション協会 登別市文化協会 ㈱博信建設工業 橋本流みゆき太鼓 ㈲花工房夢 早坂産業㈱
パルファン ㈱曳家建築物不陸調整英秀外崎 ㈲ヒット総合保険事務所 日の出運輸㈱ 平口建設㈱ ピンポンパン ブティック花
㈲ブライト ㈲北海スキャロップ 北海道コカ・コーラボトリング㈱ ㈱北海道新聞社 北海道スバル㈱
社会医療法人母恋日鋼記念病院 社団法人北海道臨床検査技師会室蘭地区会 ㈱牧家 ㈱ほっこうハウス ㈲ボデーオート菅原
㈱松原はなや芙蓉ホール ㈱マークスエージェンシー ㈲水谷エンジニアリング ㈱ミナミ 三井住友海上火災保険 みるく亭 ㈲村上印刷
むろらんあやめ会 北海道大谷室蘭高等学校 室蘭音楽文化協会 室蘭海上保安部有志一同 室蘭ガス㈱有志一同 一般社団法人室蘭観光協会
一般社団法人室蘭交通安全協会 ㈱室蘭魚市場 公益社団法人室蘭市医師会 一般財団法人室蘭市勤労者共済センター
ＮＰＯ法人室蘭市市民会館運営委員会 公益社団法人室蘭市シルバー人材センター 一般財団法人室蘭市スポーツ協会 室蘭登別BBS会
室蘭市文化センター指定管理者協同事業体 ㈱室蘭市民斎場雲上閣 室蘭信用金庫 室蘭信用金庫輪西支店 ㈱室蘭製麺
室蘭地方自分史の会 公益社団法人室蘭地方法人会 室蘭はだしっこ共同子供園 室蘭花の丘パークゴルフクラブ ㈲室蘭ＰＲ印刷
室蘭東ロータリークラブ ㈱室蘭民報社 ㈶室蘭ルネッサンス ㈲めもりある ㈲山下機械店 ㈲山地不動産企画
㈲山地不動産企画常口アトムFC東室蘭店 ㈲山地不動産企画常口アトムFC室蘭登別店 ㈱大和電機北海道 ㈱やまもと 湯人家
ＮＰＯ法人夢工房とむそーやくらぶ 吉田ミシン商会 連合北海道室蘭地区 ㈱ローヤル ㈱わかさいも本舗 輪西商工懇話会
WARUNG GEMBIRA
■

協賛協力

＜個人＞

赤間久子 阿部アツ子 阿部政吉 天地宮結 井形真一 石垣惠 石黒善美 石崎勝男 石崎勝彦 石田佳久 泉海輝 伊瀬勝人
市川真紀子 市谷みな子 一戸美佐子 伊藤ひとみ 猪俣亮子 芋生修造 岩田弘志 内池孝子 内池考年 内池千枝子 内池永年
上原光男 上村仁司 大川誉夫 大里栄一 大里ヒナ 大柴ふさこ 大場次郎 大森啓史 大和田和子 岡部良道 岡本学 小野寺芳子
小山田良彰 柿崎百合子 片山里江 加藤勝三 加藤さや香 加藤徳治郎 加藤美次 上口喜代彦 亀貝太治 川合貢 川浪與吉
川村ひとみ 菊池晃子 菊池進一 菊池弘子 北川浩一 楠本啓子 工藤貴史 工藤ちよ子 黒須嵩 黒田秀雄 黒田保弘 小林一彦
小林進 小針憲司 斉藤郁生 斉藤修弥 斉藤弘子 斉藤義寛 坂井やよい 坂口威 坂本莉桜 佐々木勉 佐々木光子 佐竹梢
沢田和子 宍戸ツエ 柴田孝 柴田笠雄 渋田照子 清水幸司 神政江 頭川昌次 杉林公雄 鈴木里子 鈴木久雄 鈴木久子
関本三樹男 瀧井佐和子 高田豊一 高野球雄 髙橋英雄 高橋麗子 田中東一 田邊和宏 谷口洋平 田村幹男 田村リツエ 近井千鶴子
千々石博 土谷勝美 土谷勝 土屋めぐみ 坪井國夫 手塚春子 土井千鶴穂 土門正篤 内藤幸恵 永沢妙子 長嶋隆徳 永末秀子
長田照代 中野勝美 中野静子 中野博文 中浜隆次 永渕和男 仲村芳江 中村義男 中山秀次 奈良玲子 新井田憲司 二階堂隆
仁岸トモエ 西河小智子 西山富子 庭山淳子 庭山裕子 沼尾吉紀 橋詰昌明 畠山幸一 花岡瑩子 原善行 桧垣忠則 平鹿裕子 福田勝吉
藤田哲 藤当満 舟野幸男 細川美代子 堀井聡 堀輝綱 間賀田萬喜子 牧野順子 正岡明美 柾木一孝 松村吾一 水谷朋博
三政美智子 実松明 三村浤 三村美代子 宮川善楓 村上孝志 村上盛平 村田佳樹 村田博 持館克子 守谷弘 柳原彰子 山形明政
山口雄平 山下美由紀 山本和子 山本定弘 山本司 雄飛樹大 遊佐潤 横山一彦 吉岡正弘 吉田淑恵 吉田良廣 米田有邦
寄木清二 我妻陽子 渡辺英子
）
（この他にもたくさんの方にご賛同いただいています。
（50音順
令和3年10月1日現在
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敬称略）

噴火湾とようら観光協会 オンラインショップセット
ベリーファームとようら＆マンマとようら

プレゼン
ト
名様

5

ベリーファームとようら
自家焙煎スペシャルティ
コーヒー（粉250グラム）

マンマとようら
いちごジャム＆いちごと
桃のミックスジャム

コーヒー発祥の国、南米・エチオピアのイ
ルガチェフェ村から作り出された「イルガチ
ェフェ」。世界で人気の〝モカ〞系の中でも品
質が高く欧米のコーヒー市場で絶大な評価
を得ています。
そのイルガチェフェの中でもグ
レードが高い「G２」の豆を「ベリーファームと
ようら」で丁寧に自家焙煎しました。
フルーテ
ィーな甘みとやわらかな酸味、心地よく続く
余韻をお楽しみください。

マチ自慢の「豊浦いちご」の中でもあまり
出回らず、甘味と酸味のバランスがちょうどよ
い「ジャンボレッド」
という品種を使った「い
ちごジャム」。
同じく豊浦いちごと、壮瞥町で初秋に旬
を迎える桃を同時に楽しめる「いちごと桃の
ミックスジャム」。素材の味を生かすため、
い
ちごや桃と砂糖のみしか使っていないため
安心安全のおいしさです。

ベリーファームとようら

マンマとようら

豊浦町・豊泉地区にある
「ベリー摘み取り体験」ができる農園です。
ブルーベリーやハスカップ、
クランベリーなどの摘み取り体験は7月後半～
9月中旬くらいまで。初夏にはいちご狩りも楽しめ、通年で、地元のシカ肉
や豊浦ポークなども味わえる
「手ぶらバーベキュー」
も行っています。

大岸地区に暮らすおかあさんがひとりで丁寧に手作りしています。
店舗はなく販売は通販か道の駅とようらなど町内の数店、
札幌のアンテナ
ショップなどのみ。極力地元のものを材料として使い、甘さを控えめにして
ご年配からお子さんまで、
すべての方に楽しんでいただけます。

札幌と函館の中間にある小さなマチ・豊浦町は海と山に囲まれた
豊かな町です。特産品は「豊浦いちご」
「ホタテ」
「豚肉」。
美味しいものがたくさんある豊浦町から、
選りすぐりの商品をお届けします♡
オンラインショップ https://toyoura.thebase.in
応募方法：お名前、ご住所、電話番号、
ＦＭびゅーへのご意見・ご感想を記入の上「ぷれびゅープレゼント係」までご応募ください。
応募先：ハガキ：〒050-0084 室蘭市みゆき町2-13-1 ＦＡＸ：0143-84-1663 応募締切：
２０21年12月31日 ※当選は商品の発送をもって代えさせて頂きます

オフィスでのお困りごと
ありませんか？

複合機の
そろそろ
期
更新の時
だなぁ

後、
印刷
機で
複合
丁合
や
加工
ぁ
製本
いな
がな
人手

安い
紙
ー用
ピ
コ
なぁ
か
ない

オフ
セキ ィスの
ュリ
テ
大丈 ィー
夫
かな
ぁ…

特殊
紙・
色上
質紙
ー封
筒安
買い
く
たい
なぁ
カラ

カラー・モノクロ複合機からソフトウェア、
コピー用紙まで
お客様のビジネスパートナーとしてお手伝いいたします。

苫小牧営業支社

〒053-0022 苫小牧市表町 5 - 4 - 7
苫小牧海晃第一ビルディング 5 階

TEL 0144-34-4647㈹

お気軽に
ご相談ください

室蘭中央営業オフィス

☎４７ｰ８３０８

本社・工場 室蘭市寿町２丁目３番１号
支店 札幌・伊達・登別

日光印刷

http://www.nikko-print.com

東室蘭営業オフィス

〒050-0083 室蘭市東町 2 -24-27
東室蘭分室 2 階

〒050-0083 室蘭市東町 2 -24-27
東室蘭分室 3 階

『※お問い合わせの際は「050」からおかけ下さい。』

『※お問い合わせの際は「050」からおかけ下さい。』

TEL 050-3782-0206㈹
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TEL 050-3782-0162㈹

日本最大級の車検専門店 全国47都道府県521店舗※１累計車検台数1,300万台突破‼※2 車検専門チェーン店舗数

やっぱり車検はコバック

全国

※3

※1 2019年10月現在 ※2 コバック誕生の1990年12月から2019年12月末までの全国累計実績 株式会社コバック調べ
※3 車検専業のブランド名にて店舗展開する主要車検専門10系列加盟店舗数 ㈱矢野経済研究所調べ（2019年10月末現在）

車検基本料

法定費用・依頼整備除く ※最大割引適用時の金額

9,500 円~

スマホ・PC
からもお見積
できます！

税別

（10,450円~税込）

整備士
募集中

解体工事

外構工事

土木工事

●車庫、
ガレージ、
物置の解体
●庭木、
ブロック塀等の撤去
●コンクリートの中間処理
●一般住宅、
社屋の解体
安全確実
見積無料

有限
会社

小さな工事から
大きな工事まで
お気軽にお問い合せ
ください!!

ちりき産業

北海道知事許可（般-7）胆第3487号

室蘭店
〒050‒0081室蘭市日の出町2丁目33番12号
TEL(0143)44‒2111 FAX(0143)44‒5376
本社／札幌市豊平区月寒東1条14丁目1番1号Tel：011
（858）
8181 伊達店
お客様相談
〒052‒0021伊達市末永町33番地5
テレホン
火～土
（除く祝祭日及び第2火曜日）
9：30～12：00、13：00～17：50 TEL(0142)23‒4311 FAX(0142)25‒2780
お届けしています。
信頼の心がかよう確かな一台。

ハリアー、アルファード、C-HR、カムリ、ハイエース、エスクァイア、ライズ、プレミオ、ポルテ

産業廃棄物収集運搬業許可第0100067642号

０１２０‐０８１００４

室蘭市祝津町１丁目11-1

募 集

☎（0143）25-4577
FAX 25-4588

FMびゅーパーソナリティの声で
あなたの地域に伺います！
テッカー
びゅース
が目印！

こちらは、
道和環境資源回収車でござい
ます。
ご自宅に古新聞、
古雑誌、
空きビンな
どございましたら、
ごみ袋、
ティッシュペー
パーなどとお取替えいたします。

誰の声かお楽しみ♪よ～く聴いてみてね！
道和環境

整備士(正社員登用あり)
整備補助(パート、アルバイト）

急募

運転手募集中！

室蘭・登別・伊達の資源回収ならおまかせください！

道和環境

（室蘭）0143-59-6699
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伊達市南黄金町30番地

